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受賞おめでとうございます
７月 19 日（木）塩浜地区市民センターにて、平成 30 年度河川
愛護月間表彰式が開催され、鈴鹿川クリーン作戦実行委員会は、
永年の鈴鹿川美化・愛護活動に対して、国土交通省中部地方整備
局長より感謝状を贈呈されました。

７月１５日（日）に四日市市民公園で、第５５回四日市市消防団消防操法競技大会が開
催され、塩浜消防分団（分団長：嶋田貫行さん）が、「タイム１分２６秒」「減点なし」
という成績で、平成２４年第４９回大会以来の優勝となりました。

平成３０年度四日市市民生委員児童委員大会が、７月１９日（木）
川越町あいあいホールにて開催され、以下の方が表彰されました。

団員の皆さん、お疲れ様でした。今後も地域の防災活動にご尽力をお願いします。
【四日市市社会福祉協議会会長表彰】
伊藤 惠子さん（塩浜本町１丁目）

平成 30 年度四日市地区防犯協会定期総会が、７月 12 日（木）
四日市市総合会館にて開催され、以下の方が表彰されました。
【防犯功労表彰】
塩浜地区青少年健全育成委員会会長

細 哲夫さん（大里町）

平成 30 年度
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覧
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稔 さ ん（塩浜本町２丁目）
秀次さん（七つ屋町）
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純 さ ん（塩浜栄町）
康平さん（大池町）
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四日市市
タウン
ミーティング in 塩浜
日時

９月１日（土）
１０：００～１１：３０

場所
対象

塩浜地区市民センター
塩浜地区にお住まいの人

市長自らが直接地域に赴き、地域の皆さ
んの声を積極的にお聴きして意見交換を
行うことで施策に反映し、もって地域力の
向上を図ることを目的としてタウンミー
ティングを開催します。
市から提示するテーマのほか、会場の皆
さんとのフリートークの時間もあります。
（手話通訳・要約筆記あり）

ぜひ、ご参加ください。
※会場および駐車場のスペースには限りが
ありますのでご了承ください

■問い合わせ 広報マーケティング課
（TEL３５４－８２４４ FAX３５４－８３１５）

平成 30 年度 まちかど保健室・元気な中高年のための介護教室

申込不要です

介護の方法や認知症、介護保険サービス等についての相談や健康相談等、
気楽に相談できる場としてまちかど保健室を開催します。
お気軽にお越しください。
◇日 時
◇相談員

◇会 場
◇問合せ

８月 17 日（金）10 時～12 時
しおはま在宅介護支援センター
・ソーシャルワーカー
・看護師
塩浜地区市民センター ２階 会議室
社会福祉法人 風薫会 しおはま在宅介護サービスセンター（九鬼・倉田）
TEL 349-6381

～昭和四日市石油(株)と共催～
◇日

時

９月１６日（日）９時～１２時（小雨決行・荒天時
受付 ８時４５分～９時

体育館パターゴルフ）

◇場

所

塩浜小学校運動場

◇定

員

１４０名（中学生以上）※ 定員になり次第締切ります

◇申込み
８月１６日（木）から 塩浜団体事務局へ TEL 347-0681
※賞品、お弁当を用意します。
※申込み後、キャンセルをされる場合は９月１２日（水）までに必ず連絡してください。

「明日につなぐ

塩浜文化祭２０１８」

本年度も塩浜地区文化祭「明日につなぐ 塩浜文化祭 201８」を開催することになりました。

日 時
場 所

１０月２８日（日） 午前９時～午後３時まで
塩浜地区市民センター、昭和四日市石油グラウンド・体育館

皆さんの出品を下記の要領で募集しています。まだ時間は充分あります。
お一人でも多く出品していただき、文化祭を盛り上げましょう。
短歌、俳句、川柳、絵画、書道、写真、手工芸、生け花 など

出品者は

塩浜に関係のある人

1 人、1 部門、1 作品とします

作品の大きさは、展示の都合上、下記のように制限しますのでご協力ください。
短歌・俳句・川柳・・・色紙、短冊の様式
絵画・・・・・・・・・20 号までの作品（額縁を含む大きさｃｍ）
書道・・・・・・・・・掛け軸、額など
写真・・・・・・・・・四つ切以下で、額に入れた作品
手工芸・・・・・・・・縦・横 50cm 以下の作品
ふれあい作品・・・・・180cm×180cm 壁面で展示できる作品

出品の申込み締切りは 9 月 1３日（木）です
お問合せは塩浜団体事務局

TEL 347－0681 まで

主催/塩浜文化祭 201８実行委員会
協賛/塩浜まちづくり協議会/塩浜商工振興会

主催：塩浜地区社会福祉協議会 保健体育部
共催：昭和四日市石油（株）四日市製油所

平成３０年７月豪雨災害の被災者にご支援をお願いします
◇日

時

◇行き先
◇内 容
◇参加費
◇申込み
◇締

切

９月 20 日（木）７時～１８時
恵那
栗づくしとタイル小物作り
6,500 円
参加費は各町の塩浜女性の会委員が、８月 30 日（木）までに集金します。
各町組回覧される申込用紙にご記入ください。男性も参加可能です。
（申込用紙は各町の塩浜女性の会委員が組長様宅に受け取りに参ります）
８月 17 日（金）
※詳細は参加者に別途お知らせいたします。

西日本を中心に発生した豪雨災害で被災された方々を支援するため、下記のとおり
義援金を受け付けています。市民の皆様の温かいご支援をよろしくお願いします。
【募金箱設置場所】
各地区市民センター、市役所１階 市民課、市役所３階 健康福祉課
市民窓口サービスセンター
問合せ

日本赤十字社四日市市地区
健康福祉課内 TEL 354-8109

FAX 359-0288

第４９回四日市市民スポーツフェスタ 参加者募集！

日赤社費にご協力いただき、ありがとうございました
みなさまのあたたかいご協力により 1,232,500 円の納付をいただきました。

○グラウンドゴルフ大会
時

この社費は国内外の災害救援などの資金として大切に使われます。

◇

日

１０月６日（土）

受 付
開会式
スタート

８時 30 分～８時 50 分
９時～９時 15 分
９時 30 分

◇
◇

場 所
四日市ドーム
その他
個人戦（中学生以上）です。抽選会・代表者会議は行いません。
＊申込者にはルール等の説明書を別途お渡しします。

市民税・県民税の第２期分の納期限は８月３１日（金）です。

○総合開会式
◇
◇

日
場

時
所

１０月７日（日） ８時～
四日市ドーム アリーナ

○ソフトバレーボール大会
◇
◇

場
種

（中学生以上）

所
目

中央緑地体育館
女子の部（フリー・4０歳以上・５０歳以上）
ミックスの部（フリー・4０歳以上・５０歳以上）＊男子２名以内
○ウオーキング大会
（当日参加自由）
◇ 場 所
霞ヶ浦緑地トリムコース （3.6km と５km の２種類）

○レクリエーション大会
◇ 場 所
四日市ドーム アリーナ
①地区別対抗リレー（５０mx２人＋１００ｍx４人）
＊小学１・２年生は５０ｍ、３～６年生は１００ｍ
②ドッジボール
＊地区または小学校区で編成された８人のチーム
＊小学３～６年生の男子の部・女子の部
＊小学１～３年生のミックスの部（女子を３人以上入れること）
③玉入れ
＊地区別の２０人以内で、中学生以上は５人以内とする

申込み締切り ８月２７日（月）
上記、問合せと申込みは 塩浜団体事務局

TEL３４７－０６８１

相続登記はお済ですか？不動産を相続した後，長期間相続登記をせず，放置しておくと…
①相続人に，さらに相続が発生し相続人の確定が難しくなる。
②相続登記の手続費用が高額になる。
③不動産の売却やローンの手続がすぐにできない。
④不動産が適正に管理されず，荒地や空き家等が増え，環境が悪化する。
といった様々な問題が発生する可能性があります。大切な不動産を次世代に引き継ぐため，
相続登記の手続を進めましょう。
また，法務局では，相続手続を簡素化することを目的として，
「法定相続情報証明制度」を
開始しました。この制度は，戸籍などの書類を基に，法務局が法定相続人が誰であるのかを
確認し，戸籍謄本等に代わる公的証明書を無料で発行するものです。相続登記はもちろんの
こと，金融機関における預貯金の払戻しや税務署での相続税の申告等，様々な相続手続で御
利用いただけます。
「相続登記の手続き」及び「法定相続情報証明制度」に関する詳細は法務局ホームページ
をご覧ください。

問合せ
津地方法務局四日市支局 TEL 353-2237
※専門家への依頼を検討されている方は司法書士にご相談ください。

女性のための自己尊重講座

あなたの思いや気持ち、言葉で表現できていますか?
人とうまくやるために言わない、
ということを優先していませんか？
私の思いや気持ちを言葉で表現することは、
私を大切にすることなのです。

こども未来課 〒510-0085 諏訪町 2－2 TEL 354-8069 FAX 354-8061
E-mail kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp
日付

最近子どもが生まれた人、新婚の人、未婚で子育てに興味がある人など、ぜひご参加ください

日

程

内

第１回
9/2(日)

公開講座

容

※どなたでも参加できます

第1回

会場：総合会館８階

視聴覚室

第2回

時間

内

10:00 ～
9/29
(土)

講師 NPO 法人ファザーリング・ジャパン

第3回

安藤哲也さん

10/6
(土)

12:00
13:00 ～

「自分を大切にできていますか」
～自分を尊重することを学ぶ～

第２回
9/30(日)

男性保育士直伝！パパ友みんなで親子ふれあい遊び（※）

第３回
10/28(日)

パパ友と一緒に！パパッと簡単！パパが作る料理講座（※）

第４回
11/18(日)

夫婦 De 子育て NEXT：人生 100 年時代の夫婦のパートナーシップ
講師 NPO 法人ファザーリングジャパン 林田 香織さん

第５回
12/16(日)

教えて！先輩マイスター～マイスターのその後～（※）

第６回
1/20(日)

こんなときどうしたら？
こどもの緊急に備えよう！（※）

第７回
2/17(日)

受講内容の発表
これでキミも子育てマイスター！認定式

第4回
第5回

「私が言いたいことは」

13:00 ～
15:00

～なぜ気持ちを言葉にできないか気づく～
「自己表現してみましょう」

10:00 ～
10/13
(土)

～言葉にできることで自信が持てる～

12:00

「自分らしく生きる」

13:00 ～

～自分も他者も大切にする生き方～

15:00

全講座無料
託児あり

※ママ向け講座がある日
◇対象

全７回講座に参加できる市内在住または在勤の男性

◇託児

全日程で託児を実施します（満６か月～就学前まで。要事前申込）

◇申込

名前、住所、電話番号、託児の有無（お子様の名前と年齢）を電話、ＦＡＸ、Ｅメール
または、ハガキでこども未来課まで（締切 ８月２４日まで）
市役所ＨＰ「父親の子育てマイスター制度」下部の「メールでお問い合わせ」からも
申込ができます
↓ＨＰはこちらから↓

容

「はじめまして！仲間との出会い」
～人の中での私～

15:00

「イクメンを超える！～人生１００年時代を笑って生きる父親とは？～」

手話通訳有

全５回

講師

石田ユミさん（フェミニストカ
ウンセラー・臨床心理士）
場所
本町プラザ５階 第３会議室
対象 全５回参加できる市内在
住・通勤・通学の女性
はじめて受講される方を優先
定員
３０人 定員になり次第〆切
参加費 無料
弁当
９月２９日、１０月１３日の弁当
（５８０円）の注文を受けます。
託児
有 (６カ月から小学３年生程度ま
で）無料・先着 10 人程度
９月４日(火)までに要申し込み。

◆問合せ・申込み・託児申込み◆

四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」
TEL ３５４－８３３１

FAX３５４－８３３９

四日市市本町９番８号本町プラザ３階

E メール kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

